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0. 概要 

制度名 
次世代半導体製造プロセス等基盤技術
開発プログラム 

事業名 
システムオンチップ先端設計技術の研究開
発 

事業の概要  高集積化された大規模なシステムオンチップの設計生産性を飛躍的に向上
させ、チップ開発期間を短縮するための先端設計技術の開発を行う。システ
ムオンチップの設計にＶコア（Virtual Core）の概念を導入する事により設計
の最上流領域における再利用設計技術を確立するとともに、最上流領域の設
計自動化を進めるための技術を研究開発する。 

１．国の関与の必要性・制
度への適合性 

 ２１世紀における高度情報化の進展に伴い、情報化社会を支える電子機器
等には小型・軽量、高性能、低消費電力等が求められる。これらの機器にお
いて要求される複雑かつ多様な機能を単一チップに集積したシステムオンチ
ップ（System-on-a-chip：以降 SoC）は、今後の半導体製品の主流となること
が考えられる。SoC は多品種少量生産を前提とし短期間でチップを設計するこ
とが要求されるが、現状では１個のチップに集積される素子数の増加に、１
人が設計できるトランジスタ数の効率向上が追いつかず、従来以上にチップ
設計に時間がかかり製品開発に支障をきたす事態が起こりかねない。 
 LSI の設計分野における EDA ツールは、これまでは配置配線、回路・論理レ
ベルが中心で、各半導体メーカーや EDA ベンダーによりそれぞれツール開発
が行われてきた。しかし、１億ゲートを越えるような大規模なチップの設計
に対しては、システム分野との接点である最上位機能設計の自動化が不可欠
である。すなわち、経験に基づき人手作業で行っている最上位部分の自動化
と設計資産の再利用を進めることにより、設計期間の短縮を図ることが極め
て重要である。このように研究開発の範囲は広大かつ技術的に極めて難しく、
産学官の英知を結集しなければブレークスルーを行うことは不可能である。
さらにこのような設計ツールは、仮に個々の組織が開発してしまった場合、
SoC 設計の効率化を社会全体で実現できなくなるおそれがあり、いわば共通の
インフラと考えられることから、標準的なスタンダードの形成を行うことが
望ましい分野である。 
 以上の結果から、共通基盤技術の形成に向け、産官学の英知を集めた幅広
い研究開発が望まれ、国のプロジェクトとして行うことが求められている。 

２．事業の背景・目的・位
置付け 

21 世紀の高度情報通信社会を構築するための高機能・高性能で小型・軽量・
低消費電力かつ信頼性の高いエレクトロニクス機器は、構成要素である LSI
の進歩により初めて実現が可能となる。今後これらの LSI はシステムオンチ
ップが主流となると考えられる。加えて製品サイクルの短縮化により、多品
種のシステムオンチップを短期間で開発する要求が強くなってきている。し
かしシステムオンチップの大規模化・複雑化により、今後設計工数と消費電
力はますます増大し、「設計生産性危機」を回避するための技術の開発が急務
となっている。現在も設計工数削減のために設計資産の再利用が行われてい
るが、RT レベル以下の下流設計に限られており、システムレベルなどの上流
設計での再利用技術は未確立である。再利用設計を上流設計に推し進め、さ
らに再利用を前提とした設計自動化技術の開発が重要になると考えられる。 

３．事業の目標 
（全体目標） 

 設計資産再利用率を 90％以上とし、2 億ゲート（10 億トランジスタ）規模
のシステムオンチップを 10 人年で設計可能にするための基盤技術・要素技術
の開発を行う。 

４．事業の計画内容 
(単位：百万円) 

H12fy H13fy H14fy H15fy H16fy 総 額 
(５年間) 

一般会計 740 670 586   1,996 
特別会計（電特） 0 0 0      
特別会計（石特） 0 0 0      
特別会計(エネ高) 0 0 0    

総予算額（計） 740 670 586       1,996 
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省内担当原課 
商務情報政策局 情報通信機器課 
産業技術環境局 研究開発課 

運営機関 株式会社 半導体理工学研究センター 
再委託先 大阪大学、九州大学、奈良先端科学技術大学院大学 

研究開発体制 
 
(実態に併せて記載) 

共同研究先 独立行政法人 産業技術総合研究所 
５．実用化、事業化の見通

し 
技術の実用化については、STARC を中心とした産業界共同の実用化プロジ

ェクトを組織し推進している。また、事業化に関しては、実用化プロジェク
トを事業化推進プロジェクトに発展させ、EDA ベンダー、IP ベンダー、SoC
デザインハウス、ソフトハウスなどの外部機関の参加も含め、産業界として
効率的に機能強化や保守を継続できる協力体制を確立する。さらに、海外の
研究機関とも連携し、世界的な普及および標準化の確立(デファクト含む)につ
いても積極的に進め、海外に対して技術的な先進性、優位性を確保する。 

６．今後の展開  プロジェクトの第１フェーズである最初の 2 年で要素技術の基本部分を研
究開発し、デモ用プロトタイプ(機能限定版プロトタイプ)にそのソフトウェア
を実装し、一つの応用分野を対象とした SoC を評価用データとしてプロトタ
イプのデモを行うことにより、本技術が海外の研究機関やベンダーよりも技
術的な先進性や優位性を有することを具体的にユーザーに示し、本プロトタ
イプや設計手法に対する的確な意見を得ることにより、プロトタイプの評価
を行う。 
第 2 フェーズの 3 年間では、デモ用プロトタイプの評価結果および 2 つ目

の応用分野を対象とした SoC のデータによる評価結果をも加えて研究開発に
フィードバックし、要素技術のブラッシュアップや新規アルゴリズムの研究
開発を進め、フル機能版のプロトタイプを開発する。 

７．研究開発成果 特許（出願）数：2、発表論文数 28(今年度予定 6)、新聞発表数 2、講演数 12 

作成日 平成１４年１月  日 

制度名 官民共同研究開発プロジェクト 事業名 システムオンチップ先端設計技術の研究開発 

事業の概要  高集積化された大規模なシステムオンチップの設計生産性を飛躍的に向上
させ、チップ開発期間を短縮するための先端設計技術の開発を行う。システ
ムオンチップの設計にＶコア（Virtual Core）の概念を導入する事により設計
の最上流領域における再利用設計技術を確立するとともに、最上流領域の設
計自動化を進めるための技術を研究開発する。 
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「システムオンチップ先端設計技術の研究開発」 

（中間評価）評価概要(案) 

 
１．プロジェクト全体に関する評価 

1．1 総論 

１）総合評価 

設計生産性の向上率が、プロセスの微細化によるＳＯＣ規模の増加率に追い

つかず、そのギャップが年々増加すると予想されており、このギャップは従来

のＥＤＡ技術の延長だけでは埋めることが出来ないと考えられる。 

我国の半導体産業はメモリー事業からシステムＬＳＩ事業へ転換しつつある

が、ＬＳＩ設計手法という分野は競争が激化している。 

このような中で、設計生産性危機を回避すべく、より上位階層の設計支援環

境、技術を開発しつつあり、新しい設計手法を構成する様々な要素を計画通り

開発した意義は大きく、評価できる。 

抽象度を上げたＶコアというアイデアは、将来へ向けての設計手法の転換を

狙っていることにおいて、その方向性は正しいと考えられる。 

世界標準のシステムとなりうるかどうかが問題であり、成果を電子産業全体

に波及させるためには、国内において半導体メーカだけでなく、機器メーカや

ソフトウエア・メーカなど広い協力体制を作る必要がある。 さらに、半導体

設計者と EDA 技術者との密接な連携が必要である。 

また、開発された技術が実用に供せられるためには、現在使われている手法

から段階的に新技術に移行できるようなメカニズムを考えることも、今後必要

であろう。 

さらに、V コアベース設計システム（VCDS）、Ｖコアデータベースの公開すべ

き部分と非公開部分の切り分けについても今後検討を進めるべきであろう。 
 

２） 今後の研究開発の方向性等に関する提言 
V コアを利用した設計手法と、それによる設計生産性の向上が期待できること

が明確になりつつあり、今後の研究成果も十分期待できると考えられるため、

積極的に次段階の研究を進めるべきである。次世代設計のあるべき姿だけでは

なく、あるべき姿に至るまでの過程を明確に定義することと、利用者が段階的

に移行できるようにするための技術開発が必要である。 

VCDS ユーザーとしての半導体メーカー、機器メーカー、設計ベンチャーの各

システム LSI 設計者に分けて VCDS 仕様をまとめ、問題点の整理を行い、VCDS 開
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発にフィードバックできる体制の構築も必要である。さらに、アナログ機能に

対する取り組みにも力を入れていただきたい。 

これまで、日本発の EDA 技術が広く使われた実績は少ないが、この分野で世

界をリードするような意気込みで、新しい成功モデルを作り上げるべく努力し

てもらいたい。 

また、システム LSI 設計が一つの産業となるような展開を期待する。さらに、

今後のプランニングに関し、外部の専門家による詳細な技術評価とディスカッ

ションを定期的に行うことが、飛躍的な研究成果の増大につながると考える。 

 
1．2 各論 

１）事業の目的・政策的位置付けについて 

我国の半導体メーカーにおいては、半導体製造部門、ＬＳＩ設計部門、ＥＤ

Ａ開発部門が垂直統合されてきたことにより、ＥＤＡ開発は正当な評価がなさ

れず、今日、外国のＥＤＡベンダーの寡占化を許している状況となっている。

しかし、効果的なシステムの設計手法は、機器やＬＳＩの付加価値を生み出す

母体であり、我国の電子産業を下支えするものであると言える。 

我国の電子産業の競争力の維持、強化を図る観点から設計環境は非常に重要

であるが、EDA 分野で強力な企業が存在しない日本の現状では、単独の企業で取

り組むには限界があり、公的な機関が主導することが妥当であると考えられる。

また、日本の半導体産業全体を育てるという方向性に合致している。 

システム設計手法には、半導体、ソフトウエア、EDA、電子機器など異種の業

界がかかわっており、それぞれがシステム設計手法に対して要望を持ち、標準

的な手法が定まれば大きなインパクトになると考えられるため、これら異種の

業界に横串を刺すプロジェクトに仕立て上げることが必要であろう。 
 

２） 研究開発マネージメントについて 

複数の会社、大学にまたがった活動となっており、個別の会社に散在してい

た研究開発チームが一体化されて、このプロジェクトを機に有機的に動き始め

た点は高く評価できる 

設計自動化技術は難しい対象であり、また目標設定は多岐に亘り、多様にな

ってしまうという状況の中で、IP 再利用にとどまらない V コアを中心とした新

たな設計手法構築を目標としており、また、プロトタイプツールを作成して、V

コアの利用法の詳細な検討を可能としている点は大きく評価できる。研究員も

専門知識を備えた最適な人材が集まっていると考えられる。 

２０１０年に設計効率を１００倍にアップする、および、設計の再利用率を

９９％にする、という目標設定の意義は評価できる。しかし、システムの規模
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が増大すれば、インターフェース設計も同等以上の比率で複雑になるため、両

者の目標の間の関連が不明確であるという意見も出された。  

米国の EDA ベンダーとの競争戦略もさらに強化する必要がある。 

VHDL/Verilog IP の混在など考慮し、現状のシステム設計手法との親和性や、

手法変更の容易さを実現するための研究開発が望まれる。また、ソフトウエア

開発の効率化についても目標の設定が必要である。 

設計期間短縮には、設計の正しさの検証が最重要課題であるが、検証技術が

合成技術と比べて手薄に見える。形式的検証手法の導入など強化案の策定を行

うべきである。 

定期的に技術的なレビューを外部の人間に依頼するようなマネジメントを取

り入れることを推奨する。 

 

３） 研究開発成果について 

全体としてもデモが行えるところまで進んでおり、概ね当初の目標は達成し

ている。技術的な達成度は高く機能限定版を用いた設計対比によって、工数削

減の程度を定量化した点は、評価できる。このようなツールは、EDA ベンダーで

もまだ研究段階であり、機能限定とはいえ計画通り仕様設計から一気通貫の設

計環境を整えている点も評価できる。また、時代背景から見て，VCDS は国際水

準を維持していると言える。 

一方、VCDS の普及には新しい考えを持った設計者群の育成が必要であると考

えられるが、今後は利用者側の移行コスト、利用者側が新たに備えなければな

らないスキルなどを明確にし、技術的にも事業的にも段階的な移行が可能であ

ることを示すとともに、実用化のために、成果の普及、広報の一環として、ユ

ーザからのフィードバックを積極的に取り入れるメカニズムの構築が望まれる。 

特許件数が少ないが、今後、戦略的に出願してゆく必要がある。 また、従

来のＩＰに代わってＶコアを流通させることを想定すると、IP と同様に V コア

に関する知的所有権を保護する手段の検討も必要である。 

 

４） 実用化、事業化の見通しについて 

新たな上位設計支援環境／技術の必要性は論を待たず、半導体メーカー内の

システム LSI 設計者主体の産業構造から、多様なシステム LSI 設計者から構成

される産業構造に変換するきっかけを提供するなど、国内での EDA や設計手法

の分野の技術開発を活性化する意義は大きいと思われる。デモが完成し、ツー

ル化し、利用していくスケジュールが明確に示されている。適用分野は広く実

用化しうる技術である。また、実用化までのシナリオを３種類程度考え、腐心

している点は高く評価できる。 
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今後、現在描かれている実用化シナリオの中から具体的方向を絞り込み、そ

のシナリオ完遂に向けて、スムースな移行が行われるような舵取りが望まれる。

この際、利用者である機器メーカや、組み込み機器ベンダー、ベンチャ企業の

ソフトウエア開発者の意見や見解を盛り込める仕組みが必須であり、また、実

用の前提として V コアの充実、機器メーカの設計者への啓蒙・利用教育を行う

ことが必要である。 

本格的な試用実験を、いろいろな企業でやるべきであろう。 

開発主体とは別にビジネスを主体的に立ち上げる組織が必要と思われ、当該

組織が事業化しやすいように、個々の技術要素の切り出し・差別化に留意する

などの工夫が必要である。また、この分野の技術、技術を取り巻く環境は日進

月歩であり、本プロジェクトの終了後も、なお一層、活動が継続・推進される

ことを期待する。 
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（注）Ａ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１，Ｄ＝０として事務局が数値に換算。 

 

 

評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の目的・政策的位置付けについて
 
2.9 B A A A A A A 

２．研究開発マネジメントについて 
 
2.0 B B B B A B C 

３．研究開発成果について 
 
2.1 B B B B B A B 

４．実用化・事業化の見通しについて 
 
1.3 B C Ｄ C B B C 

 

平均値

1.3

2.1

2.0

2.9

0.0 1.0 2.0 3.0

4.実用化･事業化の見通しについて

3.研究開発成果について

2.研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄについて

1.事業の目的・政策的位置付けについて


